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１0 月を迎え、朝晩は涼しくなってきました 。
「秋 高く馬肥ゆ（あきたかくうまこゆ）」。という
ことわ ざが あ るよ うに 、 秋は 空気 が澄ん でい て過ご しや す く、 つい 食べ過 ぎて しまう 季節 です。
朝と昼との気温の差も 感じられます。体調の 管理には十分注意をお 願いします。
さて、 最大 の行事 であ る学校 祭 を 今年度 は 無 事に 開 催す ること がで きまし た。 学校祭 の意 義の
一つに 、仲 の良い 人ど うしだ けで なく、 考え が違う 人・ 別のグ ルー プの人 とも コミュ ニケ ーショ
ンをと り関 係を築 きな がら進 めて いくと いう ことが あり ます。 クラ スの中 で 多 様な価 値観 をもつ
人々と の共 同作業 はと ても良 い経 験にな って いるは ずで す。小 さな トラブ ルも あった かと 思いま
すが、 問題 解決学 習 と とらえ 、成 長でき た人 や 自分 に自 信をつ けた 人もい ます 。 学校 とい う 小さ
な社会ではありますが 、直接的な コミュニケ ーション能力 向上の場 となっていれば、嬉し いです。
他者を認めるためには 、まずは自己肯定感を 上げること。はじめは 少し怖いかもしれませ んが、
自分は 自分 です。 自分 の価値 は自 分で肯 定し てしま いま しょう 。だ れかに 「い いね」 をつ けても
らう必要もありません 。自信をもって、山高 生！
ご家庭におかれまして も、学校の話が出たと きなどに話題にしてい ただければ幸いです。
1 年生は、自分の将来 を意識して、中間考査・コース科目登録【1０ 月４日（火）締切】に臨み
ましょう。
2 年生は、中間考査・修学 旅行【 １０月３１ 日（月）～11 月 2 日（ 水）】に向けた準備 をしま
しょう。
3 年生は、いよいよ 入試が始まります。勉 強はもちろん、受験準 備や体調管理をし て自 分の実
力が十分発揮できるよ う にしましょう 。
≪総務 部よ り≫
先月の 学校祭では、Ｐ ＴＡ 協賛行事（食品の 販売・作品展示）にご協力・ご参加をいただ き誠に
ありがとうございまし た。 今年度から少しず つ PTA の活動も再 開しております。今後 もさまざ
まな活動が予定されて おりますので、またご 協力をよろしくお願い いたします。
≪教務 部よ り≫
２学期中間考査は 10 月 1１日（火）～ 1４ 日（金）の期間で実施 する予定です。今回の 考査の
結果、 多数 の科目 の単 位修得 が危 ぶまれ る生 徒には 、保 護者の 方同 伴で校 長・ 教頭指 導を 行うこ
とを予 定し ていま す。 指導対 象に ならな いた めにも 、早 めに準 備を して効 率よ く学習 を進 められ
るようご家庭でも是非 ご指導ください。
３ 年生 に と っ ては 、 高 校 生活 に お け る定 期 考 査 は、 こ の 中 間考 査 と 期 末考 査 を 残 すの み と な り
ました 。進 学・就 職へ 向けて の準 備で忙 しい 時期で すが 、同時 に日 々の学 習に も真剣 に取 り組ん
で欲しいと考えていま す。 生徒のみなさんの 頑張りを期待していま す。
１・ ２年 生は 面 談週 間 後、 来年 度 のコ ース ・科目 本 登 録の締 め切 り があ りま す 。将 来に 向けて
の大切な選択です。ご 家庭でじっくりと話し 合う機会を持っていた だければと存じます。
≪生徒 指導 部 よ り≫
２学期も 1 ヶ月が過 ぎました。今月は中間 考査、月末には２年生 の修学旅行も控えてい ます。
生活リ ズム も服装 も改 めて整 え、 日々の 生活 を送っ てほ しいと 思い ます。 ３年 生にと って は、進
路で大 切な 時期と なり ます。 ご家 庭でも 体調 管理に はく れぐれ も気 を付け てい ただき ます ようお
願い致します。
さて、10 月以降は朝 晩の気温が低下し、防 寒着を着用したい生徒 が増えてくると思いま す。本
校では、指定のカーデ ィガンやセーターを着 用できます。その日の 気温や自分の体調に合 わせて、
ブレザ ー、 カーデ ィガ ン、ベ スト を着用 して 欲しい と思 います 。 な お防寒 用 コ ートは 、色 が 華美
でない もの と規定 され ていま す。 また 奇 抜な デザイ ンの ものは 着用 できま せん 。ご家 庭で もご指
導、ご協力をお願い致 します。

３年生 の皆 さんは いよ いよ受 験が 始まる とい う人も 多い のでは ない でしょ うか 。ＡＯ ・推 薦入
試では 面接 試験が 多々 ありま す。 第一印 象で 試験官 の心 証 を悪 くし てしま わな いよう 、日 頃から
身だし なみ には気 を付 けてく ださ い。普 段か らスカ ート を折っ たり 、ネク タイ ・リボ ンを だらし
なく身 に付 けたり して いると 、シ ワやク セが ついて しま います 。服 装や言 葉遣 いは当 日ど れだけ
取り繕 って も、ふ とし た瞬間 に普 段の姿 が出 てしま うも のです 。日 々の学 校生 活から 受験 を意識
してください。
≪生徒 会部 より ≫
昨 年度 は 中 止 とな っ た 「 山高 祭 」 を 無事 に 終 え るこ と が で きま し た 。 今年 度 も コ ロナ 禍 で の 実
施とな り、 不安や 心配 もあり まし たが、 生徒 会執行 部、 文化祭 常任 委員会 、各 クラス 、部 活動な
ど、多 方面 の生 徒 がこ の日の ため に一生 懸命 準備に 取り 組み 、 良い 文化祭 にな ったの では ないか
と思い ます 。 また 、一 般公開 日 に ご来校 いた だきま した 保護者 の 皆 様に も 、感 染症対 策等 にご理
解とご協力を賜り、誠 にありがとうございま した。
今年度の文化祭各賞の 受賞クラスは次のよう になりました。
［舞台発表部門］
最優秀賞
［ 食品バザー部門］
最優秀賞
［ 製作展示発表部門］ 最優秀賞
優秀賞
［新人賞］

３年
３年
２年
２年
１年

D組
A組
G組
E組
E組

［ 奨励賞］

３年 C 組
３年 E 組

山田卍リベンジャーズ
カトレーゼ～kateraise～）
ca G no
JK の幸せ研究所☆
第１回ちきちきマイメイド玉落としゲーム～
ボールと恋に落ちちゃ いな～
Beads Craft
千尋の夏の不思議な体 験

